平 成 ２１年 度

入間市生涯学習をすすめる市民の会

活動報告書
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市民の会とは、
市の生涯学習を推進する市民ボランティアであり、市民の生涯学習に関しての
市民と行政とのパイプ役です。市の生涯学習推進計画に沿って、市とともに生
涯学習の推進に取り組んでおり、生涯学習情報の収集・提供、生涯学習フェス
ティバル等の事業も企画、立案・実施しています。

＜入間市生涯学習をすすめる市民の会 平成２１年度活動のまとめ＞
は じ め に
平成 21 年度における入間市生涯学習をすすめる市民の会の取組みは、当会に求められている市
民と行政のパイプ役としての役割をより充実させるとともに、
「いるま生涯学習プラン 21」で策定
されている生涯学習によるまちづくり計画をより推進させるべく、行政とも密接な連携体制を図
りながら各施策に沿った幅広い活動を展開いたしました。特に当年度は全国生涯学習フェスティ
バルの埼玉県開催にあわせて、いるま生涯学習フェスティバルを内容・会場ともに一新して開催
しました。その他取組みについては、活動の全てについて目標とした成果に結びつけることはで
きませんでしたが、総じてはほぼ所期の目標を達成することができたのではないかと考えており
ます。
本書は平成 21 年度における活動をまとめたものですが、具体的な取組みやそのまとめの詳細な
どについては以下のとおりです。

１．活動目標と事業内容
＜情報部会＞
＊活動目標・・・生涯学習に関する情報の収集と市民への活用度の高い情報提供
＊事業内容・・・
「学びの場」の発行と内容の充実
・・・講師リストの充実と利用促進
・・・掲示板の有効活用と利用促進
・・・公民館等の生涯学習活動支援のための連携体制構築へ向けた取組み推進
・・・生涯学習に関わる広範な情報収集とより活用されるための取組み推進
＜講座部会＞
＊活動目標・・・市民の学習・文化活動機会の提供と生涯学習を通したまちづくり（市民活動）
に関わる人の輪を、より広げるための取組み推進
＊事業内容・・・まちづくりにつながる市民講座（市民のいるま塾）の開講
・・・
「まちづくり（市民活動）に関わるグループ」との連携と活動への支援
・・・生涯学習・文化活動の充実につながる講演会の開催
＜広報部会＞
＊活動目標・・・生涯学習活動に関する市民への広報
＊事業内容・・・市民との交流や各種媒体ほかあらゆる機会を通じた広報への不断の取組み
◇エフエム茶笛との連携の強化により効果的な広報活動
◇フェスティバル他、市民との交流の機会を通じたリーフレットなどの配布
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◇ホームページ及びブログによる活動内容のＰＲ、
◇市民の会活動の取組みを紹介する広報紙（生涯楽習通信）の発行
・・・生涯学習フェスティバルにおける市民の会コーナーへの展示物の企画と作成
＜調査・研究部会＞
＊活動目標・・・生涯学習推進に関わる諸課題についての調査研究
・・・生涯学習を推進するために必要な市民の会としての実践力の向上
＊事業内容・・・生涯学習やその推進に関する会員の知識・技術（ＩＴ応用力含）向上へ向けた研
修会の実施
・・・他自治体における生涯学習取組み状況の視察（まちづくりにつながる多様な生
涯学習を推進している自治体への視察・狭山市で検討中の公民館を利用した学習
の場づくり他）
・・・生涯学習推進に関する様々な課題研究（市民と活動団体との接点を強化、図書館
を利用した学習会他）
・・・生涯学習を通じたまちづくり推進のための学校・諸団体等と地域社会との連携
体制に関する調査・研究
＜生涯学習フェスティバル担当＞
＊活動目標・・・生涯学習フェスティバルの開催を通じた、市民と行政の協働によるまちづくり
＊事業内容・・・生涯学習フェスティバル実行委員会への参画と、当該実行委員会を通じた生涯
学習フェスティバルの企画ほか運営に関する市民の会としての意見反映
・・・より新たな生涯学習フェスティバルとするための具体的提言立案への取組み
・・・第２１回全国生涯学習フェスティバル（生涯学習見本市）に関する協力依頼へ
の対応
＜“生涯学習”に関する市民アンケート担当＞
＊活動目標・・・
“入間市生涯学習プラン２１”第３次推進計画策定に関するアンケートのまとめ
＊事業内容・・・
“生涯学習”に関する市民アンケート結果の分析とまとめ

２.各部会・担当の活動内容とまとめ
情報部会
部会長：関谷敦子
栗原正明 多田外志 室山茂子 山増智子 渡部直也
＊活動実績

①平成 21 年度いるま学びの場発行
情報の質の向上（掲載団体へ活動の有無を確認）
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情報件数約 1,600 件のものを 600 冊作成
公共施設、病院、銀行などに閲覧用として配布・常置の他、
郵便局 11 ヶ所、スポーツ施設など設置場所を追加
②ネット上｢学びの場｣の改良について
情報システム課との連携、検討会議、方向性の確認
③学びの場の情報収集（体育課、図書館西武分館他）
④掲示板の有効活用推進、維持管理
掲示板設置案内図を学びの場に掲載（下記の地図参照）
掲示板の活用方法を学びの場に紹介
掲示板の維持・修復作業
⑤生涯学習活動の拠点である公民館との交流会・情報交換会
⑥市民の講師リスト公民館に配布

掲示板の地図
①富士見公園入口

②入間市駅前プラザ内

入間市東町１－１６

入間市向陽台１－１６０－１２

③新しきを知る公園（第二公園）

④文化創造アトリエ交差点角

入間市豊岡 1 丁目－１

入間市大字仏子７６４番地
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⑤さくら公園

⑥JR 金子駅前駐輪場

入間市下藤沢３２３

入間市南峯４０７

設置掲示板
①富士見公園入口（東町 1 丁目）

〔風景画〕

③新しきを知る公園（豊岡 1 丁目）

〔陶芸〕

⑤さくら公園（下藤沢）

〔組み木〕

②入間市駅前プラザ内(向陽台広場 )

〔トールペイント〕

④文化創造アトリエ交差点角（仏子）

⑥金子前公園（南峯）

〔子どもたちの絵〕

〔ステンドグラス〕

今年度の総括
今年度は、情報提供の主となる「学びの場」の情報内容を向上させるため各団体等に確認を行った。
また、冊子だけでなく市公式ホームページ内の｢学びの場｣の在るべき姿を検討し、大まかな実践計画
を確認した。年度内に対応可能な部分（掲載情報の質向上、検索方法について検討）については取り
組むことができた。更に 5 年、10 年先を視野に入れた情報提供について検討を行った。この点につ
いては、来年度も引き続き、検討を行い実践できるものから取り組んでいく。
市民講師リスト（学びの還元）情報を公民館に提供する形について、公民館職員からも意見を貰い作
成・配布した。講師のリストについては①名前の検討②市民への提供の仕方③活用の仕方について、
来年度以降も検討していく。
公民館職員との交流は双方にとって有用な情報交換の場であるので、来年度も引き続き開催する。
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講座部会
部会長：鈴木政昭
奥田正人 加藤勝子 栗原正明 下間則武 多田外志 西澤達男 人見友章
＊活動実績

①第７回市民のいるま塾
②新春特別講演会

①第７回市民のいるま塾の開講
昨年度に引続き団塊世代を対象にした講座を開講。カリキュラムは第６回市民のいるま塾受講アン
ケートより最も希望の多かった内容を中心に開講し、定員を超える申込みをいただきました。終了
後の懇親会ではいるま塾から生まれた２つのグループプレゼンテーシヨンが行われ、新たに６名の
受講生がグループに入会されました。
期間 ：平成２１年１１月１４日(土)～１２月１２日（土）
会場 ：市民活動センター、健康福祉センター、入間市体育館
定員 ：４０名 時間 ：午後２時～４時
教材費：１０００円（料理食材費、園芸材料及び苗、運動保険を含む）
第１回目：園芸講座 １１月１４日（土）市民活動センター
テーマ：心と身体を癒す園芸作業 ～自分サイズの寄せ植え体験～
講師 入間市花の郷福祉作業所 吉川 京子氏
人と植物との関係について、園芸の役割と効果についての講演
寄せ植え体験では花苗の選び方、土の作り方、肥料について学びました。
第２回目：ふれあい講座（世代間の交流）１１月２１日（土）市民活動センター
テーマ：一部「世代間交流の HOW TO」
講師 入間市生涯学習をすすめる市民の会 小暮 欽作氏
遊び、学びなど（こども会、老人会）を通しての住民交流の重要性の説明
二部「お国言葉で語る民話」
講師 ふくろうの会の皆さん
お国言葉で語る民話

秋田県、石川県、群馬県、埼玉県（入間市）、

大阪府の民話と全員で桃太郎をそれぞれのお国言葉で聞かせてくれました。
第３回目：運動講座 １１月２８日（土）入間市体育館
テーマ：
「知って対策！体力レベル」 ～楽しいシニア・ライフの為の身体づくり～
講師 健康運動実践指導者 戸坂 次郎氏
体力に衰えを感じる、体力はあるに越したことはない、何をするにも身体が資本、
体力テスト、３分間往復歩行、３０秒間椅子立ち上がり、開眼片足立ちや握力テ
ストを実施その結果を６角形のグラフで評価しました。
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第４回目：歴史講座 １２月５日（土）市民活動センター
テーマ：埼玉の城

～関東武士がつどう武蔵の城～

講師 入間市博物館協議委員 鈴木 吉峯氏
埼玉県には幾つの城があったか？
入間市近郊の城館表をもとに説明 入間市は９ヶ所の城館があったそうです。
第５回目：食生活講座 １２月１２日（土）健康福祉センター
テーマ：メタボ予防とヘルシー料理～おつまみに合う手軽に出来るヘルシー料理作りと表示ラベルの読み方～
講師 管理栄養士

森田 小百合氏

冬野菜のレンジホットサラダと大根とコンニャクのそぼろ煮をグループに分かれ
て調理、試食を楽しみました。
懇親会 ：健康福祉センター２０１．２０２号室で講座終了後に開催、いるま塾から生まれた２つ
のグループによるそれぞれの活動状況等の紹介が行われました。
１）いるま塾の会 ：第１回いるま塾から生まれた会 年間行事と活動報告
２）悠

友

会

：第６回いるま塾から生まれた会 活動報告

第７回市民のいるま塾受講生の中から６名が上記グループに入会されました。

園芸講座

懇親会

プレゼンテーシヨン

食生活講座

過去の市民のいるま塾
＊

第１回目 平成１５年 「充実した中高年の生きがいづくり」
～生涯現役ってなんだろう？ 長寿社会の生きがい探し～

＊

第２回目 平成１６年 「子育て支援実践講座」
～地域ぐるみの子育てを目指して～

＊

第３回目 平成１７年 「見直そうくらしと経済」
～目からウロコが落ちる活きたお金の使い方～

＊

第４回目 平成１８年 「５０代から考える活き活き人生創造講座」
～シニアの時代をより豊かにするための新たな生き方探し～

＊

第５回目 平成１９年 １１名の市民講師による講座
歴史・お茶・環境・生きがい等市民講師それぞれが趣向を凝らした全１１講座

＊

第６回目 平成２０年 「楽しむセカンドライフ」
～作る、植える、歩く、考える、学ぶ～
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②新春特別講演会 平成２２年１月２３日(土) 市民活動センター
テーマ 「ホッタラケの島」と入間市 ～映画の作り方、テレビの作り方～
講師

フジテレビプロデューサー 関口 大輔氏

「ウォーターボーイズ」
「スウィングガールズ」
「ハッピーフライト」
「それでも僕はやっていない」
など様々なヒット映画をプロデュースしたフジテレビプロデューサー関口大輔氏にお越しいただ
きました。入間市内２０の地区から１０代～７０代の方約１１０名が聴講され、特に演題でもあ
る「ホッタラケの島」と入間市については、作品の製作のきっかけとなった経過や入間市の環境
や背景、役割などエピソードを交えて熱の入ったお話をいただきました。また、映画とテレビの
作り方の違いや映画製作の裏話、舞台裏の出来事など興味ある内容を作品ごとに分かりやすく丁
寧に解説していただき、あっと言う間の２時間となりました。

広報部会
部会長：岡崎幸子

ＦＭ茶笛責任担当：鈴木正昭

今井誠喜 奥田正人 幸森康夫 仲島直広、
＊活動実績

①生涯楽通信の発行・・今年は秋・冬・春の年３回の発行。多くの人に読んでいただ
けるようカラー印刷や配付先の工夫を行った。いるま塾講座受講者、新春講演会参
加者、全国生涯学習フェスティバル会場等で配布。
②市民の会ブログの充実 URL http://irumagakushu.seesaa.net/
③ＦＭ茶笛での広報活動・・生涯学習を推進している団体・個人の紹介

８月１日より２本の新ＣＭでのスタート 月・水・金・土 朝１０：２７
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ＦＭ茶笛番組出演者（平成２１年度）
日付

担当

概要

5月7日

松崎 端

私の健康法入門

5 月 14・21・28 日

近藤 勝美

樹木医など

5 月 21 日

吉田 正男

お茶の葉の不思議

6 月 13 日

山本 理明

入間で起業してみました

6 月 22 日

室山 茂子

キーウーマン

7 月 30 日

浅見 裕作

尺八を通しての仲間作り

8月4日

横田 充

南京玉すだれ

10 月 1・8・15 日

河原井 修一

いるま塾の会

9 月 14・21 日

奥田 正人

悠友会

9 月 23 日

新田 邦彦

バラ色会

9 月 17・24 日

川俣 義明

五円会

11 月 25 日

大野 千秋

言語交流研究所ヒッポファミリークラブ

12 月 6 日

追立 政治

入間市おもちゃ病院

12 月 23 日

吉川 京子

入間市花の郷福祉作業所

12 月 17・24・31 日、1 月 7 日

大杉 直行

入間市市政を考える市民の会

〇パブリシティ：１０月１日～３０日の毎日 生涯学習フェスティバル開催のお知らせ
〇パブリシティ：１０月１日～２４日の週２回 第７回市民のいるま塾開講のお知らせ
生涯学習フェスティバル開催案内 ＦＭ茶笛から特別枠をもらっての放送
10 月 1 日

山増 智子（市民の会）

10 月 8 日

多田 外志（市民の会）

10 月 15 日

関谷 敦子（市民の会）

10 月 22 日

浅見 泰志（博物館職員）

10 月 29 日

大野 千秋（言語交流研究所ヒッポファミリ－クラブ）

〇パブリシティ：１２月２１日～１月２１日の月・水・金・日新春特別講演会開催のお知らせ
パブリシティとは
企業や官公庁、団体などが，製品やサービス、事業などに関する情報をプレスリリースなどを
通じてマス媒体に提供し，報道されるように働きかける広報活動。
企業が有料で行なう広告と異なり、情報のコントロール主体は媒体側となるため、一般的に公
正かつ平等なニュース記事として消費者に対しての信頼度は高くなります。このため、効果的
な広報活動を行うことが重要となります。
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今年度の総括
目標の事業はクリア。生涯学習を推進しているグループやフェスティバルの参加団体を FM 茶笛
に紹介し、番組に取り上げられたことは、様々な面での連携が進み大きな成果があった。
「生涯
楽習通信」でも春号で講座受講後誕生したグループ紹介をした。今後も市内の活動団体の紹介を
続け、団塊の世代の生きがい作りのキッカケに成ればと思う。
今後の課題
市民の会の活動や生涯学習に取り組む団体等を様々な媒体をとおして紹介することで、仲間作りや豊
かな人生を過ごしていただけるきっかけになるよう、ＰＲ活動を充実させていく。

調査研究部会
部会長：室山茂子
大野清恵 岡崎幸子 幸森康夫 斎藤次雄 下間武則 渡部直也
＊活動実績

①内部研修・・デジタルカメラを使いこなそう
②生涯学習構想・・
（仮称）入間市民元気カレッジ構想の提案と課題を探る
③視察研修・・新潟県長岡市にて協働による生涯学習の在り方の意見交換

〇カレッジ構想について
『入間市民の自己研鑚を促進し、かつ自己研鑚を積んだ市民が元気な入間の担い手となる「学びのサ
イクル」を形成すること』を狙いとしています。その進め方やあり方について、平成２１年の５月に
１回目の提案書を提出し、調査研究部会の１年間の研究議題とし、下記の様な調査を行ってきました。
○色々な学びの形の事例調査
中央公民館・・パソコン教室とその講師のあり方
東町公民館パソコン教室・・パソコンサークルは、何をもとめられているのか
東藤沢いきいき大学・・地域大学は市民に何を提供し、何をもとめられているのか
ALIT、ALIT お茶大学・・学芸員等、市民に提供できるお茶などの専門知識や、その活用
図書館・・提供できる書籍と、学習の場としての活用に関する調査
公民館フラワーアレンジメント教室・・生徒から講師になった事例
○先進地視察調査
狭山市・・狭山市民元気大学の調査、聞き取り
八王子市・・八王子志民塾の運営等の調査
新潟県長岡市・・まちの先生・市民大学等調査、生涯学習コーディネーターとの意見交換
〇内部研修
活動目標：生涯学習推進のために必要な市民の会としての実践力の向上
事業内容：生涯学習やその推進に関する委員の知識向上へ向けた研修会の実施
平成 21 年度市民の会内部研修 平成 21 年 7 月 11 日（土）18：00～
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『デジタルカメラを使いこなそう！』～撮った写真がひと味ちがう！～
講師 木崎芳雄氏（入間市写真連盟事務局長）
昨年度、ブログの活用例やホームページへの掲載方法など、ネットに関する技術的な部分を学び、
ホームページの活性化や、ブログへの投稿や活用が増えてきました。しかし、更新等に使う写真は撮
影方法等を工夫することにより、文章が同じであっても“見やすい”または“見たくなる”ホームペ
ージ、ブログになるものです。そこで、魅力的な写真が撮影できるよう、デジタルカメラの上手な撮
影方法や、上手に見える写真の撮り方等を学びました。当日は以下の５つのポイントを中心に説明し
ていただき、2 時間だった講義時間を若干伸びる位に熱の入った講義で、丁寧な指導をしていただき
ました。
デジタルカメラ 知っておきたい５つのポイント
①露出補正＝写真の明るさを自由に変えて撮れる。
②撮影感度（ＩＳＯ）＝暗いところでも手ブレを防ぐ。
③画像サイズ＝プリントの大きさに適した画像サイズを選べる。
④画質モード＝画質を変えることで撮影枚数を増減できる。
⑤ホワイトバランス＝感動した風景を目で見たままの色で撮れる。
〇外部研修
平成21年度視察研修
研修先：新潟県長岡市 長岡市役所市民協働部生涯学習文化課 日時 平成22年1月28日(木)
場 所 新潟県長岡市柳原2-1 長岡市役所柳原分庁舎1階 中央公民館市民センター
参加者
多田、斎藤、山増、岡崎、岡野、小暮、幸森 加藤、下間、鈴木、関谷、竹野谷、仲島、西沢、
人見、室山、渡部 （市民の会17名）
神崎、浅川、牧野（事務局3名）
（先方：長岡市生涯学習コーディネーター２０人、事務局２人）
今回の視察の目的は当会で計画をしている仮称入間元気カレッジ構想や「市民の講師リスト」
の参考とするため、同様の事業を既に実施している長岡市及び長岡市生涯学習コーディネーター
の会との意見や情報交換を行った。特に長岡市民大学の成り立ち、「まちの先生」等の活動状況
に関する意見交換を有意義にするため、事前に定例会等で学習をおこないました。
長岡市生涯学習コーディネーターおよび職員との意見交換内容の概要
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① 長岡市生涯学習コーディネーターについて及び登録者数
平成１４年度、市側の呼びかけにより開始、 現在２０名 任期２年（欠員に応じて追加募集）
②コーディネーターの主な業務内容
団体、サークル、まちの先生企画講座の支援や施設情報、講座、イベント情報の提供
9時～12時、13時～16時を交代制で２人ずつ相談窓口に配置、１時間５００円の謝礼有。
③「まちの先生」について
自らの学習成果を生かして、市民の学習活動に役立てたいという熱意を持つ人や団体が登録。
コーディネーター会議で書類選考し、面接の後リストに登録する。（過去に１人未登録有）
依頼及び費用等については直接本人と交渉し、コーディネーターはその調整役。
④ 「まちの先生」企画講座について
募集は年2回（前・後期）登録者１人につき、開催できるのは年間１講座（５日以内）までとする。
報酬は1日4000円を上限とし、企画講座に係る会場の確保や広報（主に市政だより）、申し込み受
付、当日の運営支援等は生涯学習コーディネーターが請け負う。
⑤ 長岡市民大学の概要とその設立に至った経緯について
市内の高等教育機関との連携により、市民の高度で専門的な学習要求に応えるため設立。
◎ 講座の内容と、その選定方法について
１講座4～5回 、6月～12月をめどに開校（冬は雪のために行わない）
開講時間は大体18：30～20：30（夏休み期間中は、講座内容により異なる）
◎長岡市民大学の運営について
市内３大学、１高等専門学校、市民の代表、職員からなる計10名の運営委員で構成。
会場はおもに各大学、高専及び中央公民館を使用し、現時点では出張講座はやっていない。
今回は平成14年以来、2度目の訪問であったが、長岡市の方々とのやり取りを通じて長岡市の皆様
の真摯な姿勢と、たゆまぬ研究意欲を窺い知った。これを機会に当会における活動のさらなる良
き糧としてより良い生涯学習活動にとりくみ、生涯学習によるまちづくりの推進を行っていく。
活動の総括
カレッジ構想はまだ、概念検討がスタートしたばかりであり、来年度は市民の会内容を研究して、具
体的な提案ができるように検討を進めて行く予定です。今後も大学構想や学びのサイクルを意識した
生涯学習活動を行う地域の調査研究を行っていきます。市内には、市民の会以外にもすでに行政と連
携をしている団体があります。そのような団体と市民の会がどのように連携していけるのか、今年度
調査研究部会ではこれも大きなテーマでした。連携する行政側の部署、団体の組織、目的等が違う団
体であっても、お互い必要性が出たときには連携成り立つものあろうと考えます。今後、カレッジ構
想を進めるにあたり、他団体との連携が必要なのか、必要ないのか。必要性があるならばどのような
形で手を取り合っていけるのか、そういった点にも焦点をあて調査研究を行なっていきます。
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いるま生涯学習フェスティバル担当
担当者：山増智子・小暮欽作・岡崎幸子・岡野こずえ・岡野亘・斉藤次雄・下間則武
鈴木政昭・関谷敦子・多田外志・人見友章・今井誠喜
活動目標
学習活動の成果発表や学習機会の提供、市民活動団体等の情報交換、そして交流により学習活動を
推進し、市民と行政との協働によるまちづくりをめざす実践の場として開催します。
第 15 回 テーマ「学ぶ楽しさ発見！！」

活動実績
今年度で 15 回目となったいるま生涯学習フェスティバルは、埼玉県で開催される第 22 回全国生涯
学習フェスティバルと同時開催とし、日程と会場を例年の 12 月上旬を 11 月 1 日に、豊岡地区の産業
文化センターから宮寺・二本木地区の入間市博物館、東野高等高校、大妻女子大学周辺にしました。
当日は天気に恵まれ、来場者は 11,000 人でにぎわいました。それぞれの会場の特徴を活かして、熱
気球やボンネットバスの運行、エコカーの展示、63 もの参加団体の展示、体験発表が行われました。
また、全国生涯学習フェスティバルの会場である埼玉スーパーアリーナの入間市のブースに入り、狭
山茶をふるまい入間の魅力や市民の会の活動を来場者に伝えました。
活動評価
会場や日程を変えたことで、実行委員会での議論も不安を訴えるものが多かったですが、会議を重
ねることにより議論も深まり多数の企画を実施することができました。参加団体も再度の呼びかけに
より最終的には６３団体となり、新たな参加団体や企業との連携もできました。また、ブログを使っ
て実行委員会の様子を外へ発信をしたことも好評でした。今年は会場が３つに分かれてしまいました
がそれぞれの会場ごとにまとまりがありましたが、来場者の誘導や各会場を結ぶ手段が十分でなく、
会場ごとの人数にバラつきがありました。客層としては親子連れが多く見られ、例年とは雰囲気の違
ったフェスティバルとなりました。
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今後の課題
「生涯学習フェスティバルの形は“まつり”でいいのか？」
「体験・発表の場なのか？」等結局、両
方の要素があるので、来場者にはテーマ「学ぶ楽しさ発見！」が伝わらなかったように思います。
今後、フェスティバルの形式、テーマ等を市民の会及び実行委員会で話し合って第１６回開催につな
げたいと思います。

３．付表

市民の会活動概要と比較

各部会・担当別事業内容と成果・課題を整理すると次の表のようになる。
＜１：市民の会活動概要一覧＞
部会

情
報
部
会

講
座
部
会

広
報
部
会

事業内容

活動内容（実績）

次年度へ向けて

「学びの場」発行

内容を充実して発刊。配布先の増加 情報量の充実
による広範な PR

掲示板の有効利用

修理、補修作業を行った。生涯楽習 より活用度を高めるための
通信での利用 PR
取組み推進

公民館との連携体制

公民館との意見交換を通じた現状
の把握と課題の整理

相談窓口づくりへの
環境整備

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ他、市民との交流の場を通 課題整理へ向けた活動の継
じた相談体制に関する調査
続

ボランテイアリスト
の充実

内容を変更し「市民の講師」リスト 様々な場面で活用されるよ
としその作成
うに PR、そのシステム整備

市民講座の開講

第７回市民のいるま塾を実施

内容を充実させる。第８回
市民のいるま塾開催予定。

まちづくりに関わる
ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾈｯﾄﾜｰク構
築と活動支援

いるま塾の参加者などを中心にグ
ループを発足

今後も支援へ向けて検討を
継続

講演会の開催

フジテレビ 関口大輔氏の講演会
を実施

市民にとって有用なテーマ
を選定。引続き開催を図る

ＦＭ茶笛による広報

継続実施、ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨでの PR も行う

より有効な工夫をし継続

市民の会会報「生涯
楽習通信」の発行

会報を作成、市民に配布。カラー

市民の会活動のＰＲするも
のとして内容を検討

ＨＰ・ブログの更新

定期的にＨＰ、ブログを更新した。 更新を随時実施し、ブログ
との相乗効果を計る。

フェスティバルでの
市民の会展示物作成

市民の会コーナーにて展示・PR

より効果的な展示法の検討

プレゼンテーション
資料の作成

フェスティバルほか交流の場を通
じて活用

様々な機会で活用

学びピアでの市民の
会 PR

全国生涯学習フェスティバルでの
展示、市民の会の PR
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活動継続による取組み推進

調
査
・
研
究
部
会

フェス

学びのｻｲｸﾙに即した
仕組みの調査研究

入間市民元気カレッジ構想（仮）検 新たに部会を設けるため、
討開始
そちらに移譲

他市取組状況の視察

狭山市、八王子市、新潟県長岡市、 多様な生涯学習活動を推進
する団体等の視察を継続

内部研修の実施

写真の撮り方、ひきつける写真にす 年 2 回の内部研修を目標に、
るための技術を学んだ
今年度も開催

外部視察研修の実施

新潟県長岡市への視察研修

諸団体と地域社会と
の連携構築の取組み

大学、企業等との連携について調査 引き続き取組みを継続
研究

生涯学習フェスティ
バル開催への取組み

第 15 回ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙを行政と協働で開 主催者として実行委員会を
催・実行委員会に参画し会の意見を 運営。充実したﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへ
反映
向け市民の会としての検討

第 3 次入間市生涯
学習推進計画策定

プロジェクトチーム会議へ参加

担当
その他

研修結果をふまえ、活用に
ついて検討

継続して参加する

さらに今年度の活動実績（成果）を第２次入間市生涯学習推進計画の施策体系に沿って整理する
と次のようになる。
＜２：市民の会活動と市の生涯学習推進計画（第２次）施策体系との対応一覧＞
施策体系
１．まちづくりにつながる学習機会の充実

市民の会活動内容
・第７回市民のいるま塾を開講
・関口大輔氏講演会の開催

２．学習効果の地域社会への活用

・第１５回生涯学習フェスティバルの開催
・入間市民元気カレッジ構想（仮）の検討

３．生涯学習情報と相談体制の充実

・生涯学習情報誌“平成 21 年度版 学びの場”の発刊
・講師リストの充実
・公民館との連携体制へ向けた取組みの推進

４．生涯学習の普及・推進

・第 15 回生涯学習フェスティバルの開催（再掲）
・エフエム茶笛による広報
・市民の会会報の発行
・ＨＰ及びブログによる活動状況の迅速な広報
・市民の会活動のプレゼンテーション用資料作成
・生涯学習掲示板による市民の生涯学習取組みへの支援
・各種研修や視察活動
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お わ り に
平成 21 年度における「いるま生涯学習をすすめる市民の会の取組み」は以上のとおりです。冒頭に
も記したように目標とした成果に結び付けられなかったものもありましたが、総じてほぼ所期の目標
を達成できたのではないかと考えており、今年度もまた少しずつ確実に前進を図ることができたもの
と判断しております。目標とした成果をあげることができなかつた活動、十分な推進を図ることがで
きなかった取組み、あるいは活動を通じて浮き彫りになった新たな課題などについては次年度活動に
反映させるとともに、
“いるま生涯学習プラン２１”が目指す「生涯学習都市いるま」の実現へ向け
て更なる前進を図っていきたいと考えております。
当年度もまた多くの市民や多岐にわたる市民団体のみなさん、さらには関係する行政のみなさんか
ら多大なご支援・ご協力を頂戴いたしました。ここに厚く御礼申上げますとともに、新年度も引続き
よろしくお願い申上げまして平成 21 年度のまとめとさせていただきます。
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平成21年度市民の会会議・作業一覧
日

時

場

所

部 会

内

19:00
4月23日 火

中央公民 定例会・依 依頼状交付式・
館
頼式
年度計画
21:00

19:00 市民活動 調査研究部
4月30日 火
会
21:00 センター
19:00 市民活動
5月7日 火
講座部会
21:00 センター
19:30 市民活動
5月11日 金
情報部会
21:00 センター
19:00 市民活動
5月11日 金
広報部会
21:00 センター
19:00 市民活動
5月14日 火
21:15 センター

役員会

13:30 市民活動
5月15日 金
講座部会
16:00 センター
19:00 市民活動
5月20日 火
21:00 センター

定例会

出席者

容

今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、奥田、
2１ 飯島、人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、
栗原、鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務
局）吉野、神崎、齊藤、浅川、牧野
室山、斎藤、渡部、下間、岡崎、幸森（事務局）齊藤、牧野

2１年度事業計画

21年度事業計画

飯島、奥田、加藤、栗原、下間、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤
渡部、栗原、山増、関谷、（事務局）齊藤、浅川

21年度事業計画
今井、奥田、岡崎、幸森、鈴木、中島（事務局）齊藤

21年度事業計画

21年度事業計画

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
奥田、加藤、栗原、下間、多田、西澤、人見、鈴木

いるま塾交流会

2１年度事業計画

多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、奥田、西澤、岡野、
岡野、下間、関谷、小暮、栗原、鈴木、仲島、室山、
山増（事務局）齊藤、浅川、牧野

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェイスティバル 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、人見、西澤、
岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、幸森、
5月26日 月
ル実行委員
実行委員会
山増、竹野谷（事務局）神崎、齊藤、浅川、牧野
21:00 センター
会
19:00 市民活動 調査研究部
6月2日 火
会
21:00 センター
19:00 市民活動
6月4日 火
広報部会
21:00 センター
19:00 市民活動
6月9日 火
21:00 センター

役員会

19:00 市民活動
6月12日 月
講座部会
21:00 センター

室山、斎藤、渡部、下間、岡崎、幸森、大野（事務局）牧野

2１年度事業
奥田、岡崎、鈴木、幸森、仲島

2１年度事業

2１年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
栗原、下間、多田、西澤、人見、鈴木（事務局）齊藤

2１年度事業

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、人見、西澤、
岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、幸森、
6月15日 月
行委員会
ル
山増、竹野谷（事務局）齊藤、浅川、牧野
21:00 センター
19:00 市民活動
6月16日 火
21:00 センター

定例会

2１年度事業

渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、飯島、人見、西澤、
岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、室山、
幸森、山増（事務局）齊藤、浅川、牧野

18:00 産業文化 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、人見、西澤、
行委員会・参加団体全体 岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、幸森、
6月25日 木
ル
山増、竹野谷（事務局）神崎、齊藤、浅川、牧野
会
21:00 センター
19:00 市民活動 調査研究部
7月7日 火
会
21:00 センター

室山、斎藤、渡部、下間、岡崎、幸森（事務局）牧野

2１年度事業
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平成21年度市民の会会議・作業一覧
日
7月10日 金

時

場

所

部 会

19:00 市民活動
講座部会
21:00 センター

19:00 市民活動
7月14日 火
21:00 センター

役員会

内

出席者

容

2１年度事業

飯島、奥田、栗原、下間、多田、西澤、人見、鈴木
（事務局）齊藤

21年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
渡部、山増、関谷、（事務局）浅川

7月20日 月

19:00 市民活動
情報部会
21:00 センター

21年度事業

7月21日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

21年度事業

7月30日 木

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、人見、西澤、
岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、幸森、
行委員会
ル
山増、竹野谷（事務局）神崎、齊藤、浅川、牧野
21:00 センター

8月4日 月

10:00 入間市役
情報部会
所
11:30

21年度事業

9月1日 火

19:00 市民活動 調査研究部
会
21:00 センター

21年度事業

9月8日 火

10:00 藤の台公
情報部会
民館
12:00

9月8日 火

12:00
14:00

定例会

下間、斎藤、岡崎、鈴木、渡部、関谷、多田、仲島、
大野、幸森、人見、山増、栗原、室山（事務局）齊
藤、浅川、牧野

関谷、山増、室山、渡部

室山、斎藤、渡部、下間、大野（事務局）牧野

関谷、山増、室山、渡部、岡崎（事務局）齊藤、浅

公民館職員との情報 川、牧野
交換会

関谷、山増、室山、渡部

若竹

情報部会

21年度事業

役員会

21年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
奥田 ・ 加藤 ・ 下間 ・ 多田 ・ 西澤 ・ 人見 ・ 鈴木
（事務局）齊藤

9月8日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

9月11日 金

19:00 市民活動
講座部会
21:00 センター

21年度事業

9月15日 水

19:00 市民活動
21:00 センター

21年度事業

9月18日 金

15:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェイスティバル 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、人見、西澤、
岡野、岡野、下間、関谷、小暮、鈴木、仲島、幸森、
実行委員会
ル
山増、竹野谷（事務局）神崎、齊藤、浅川、牧野
17:30 センター

9月29日 金

18:00 産業文化 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、栗原、大野、
行委員会・参加団体全体 室山、人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、
ル
鈴木、仲島、幸森、山増、竹野谷（事務局）神崎、齊
会
21:30 センター

定例会

岡崎・岡野・奥田・栗原・幸森・斉藤・下間・鈴木・関
谷・仲島・西澤人見・室山・山増・渡部・加藤（事務
局）齊藤・牧野

藤、浅川、牧野

多田、室山、渡部、関谷（事務局）牧野
19:00 狭山市役 調査研究部
狭山げんき大学ヒアリング
10月2日 金
所
会
21:30
室山、斎藤、渡部、下間、大野（事務局）牧野

10月6日 火

19:00 市民活動 調査研究部
会
21:00 センター

10月9日 金

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェイスティバル 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、栗原、大野、
室山、人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、
実行委員会
ル
鈴木、仲島、幸森、山増、竹野谷（事務局）神崎、齊
21:00 センター

21年度事業

藤、浅川、牧野
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平成21年度市民の会会議・作業一覧
日
10月13日 火

時

場

所

15:00 市民活動
16:00 センター

部 会
役員会

14:00 市民活動
10月14日 水
講座部会
16:00 センター
19:00 市民活動
10月15日 木
広報部会
21:00 センター

内

容

出席者

21年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野

21年度事業

奥田 、加藤、下間 、多田、 西澤 、 人見、鈴木（事
務局） 齊藤
今井、奥田、岡崎、幸森、鈴木、仲島

21年度事業

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、栗原、大野、
室山、人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、
10月16日 金
行委員会
ル
鈴木、仲島、幸森、山増、竹野谷（事務局）神崎、齊
21:00 センター
19:00 中央公民
10月20日 火
館
21:00

定例会

21年度事業

藤、浅川、牧野
関谷、大野、奥田、斉藤、岡野（亘）、岡野、西澤、人
見、鈴木、加藤、小暮、幸森、竹野谷、渡部、山増
（事務局）齊藤、牧野

10月30日
10:00 さいたま フェスティバ 全国生涯学習フェスティ 奥田、竹野谷、山増、栗原、大野、斎藤、関谷（事務
局）神崎、齊藤、関田、浅川、小野、大久保、牧野
～
土
スーパー
バル ”学びピア埼玉”
ル
17:00 アリーナ
11月2日
10月31日 土

11月1日 日

今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、奥田、栗原、大野、

9:30

博物館周 フェスティバ 生涯学習フェスティバル 室山、人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、
前日準備
辺
ル
鈴木、仲島、幸森、山増、竹野谷（事務局）神崎、齊
18:00

藤、浅川、牧野
今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
博物館周 フェスティバ 生涯学習フェスティバル 人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
当日運営
辺
ル
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
16:30
藤、浅川、牧野
室山、斎藤、渡部、幸森、下間、大野（事務局）牧野
19:30

8:30

市民活動 調査研究部
会
21:00 センター

2１年度事業

11月10日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

2１年度事業

11月14日 土

14:00 市民活動
講座部会
15:30 センター

11月17日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

11月21日 土

14:00 市民活動
講座部会
15:30 センター

市民のいるま塾

今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
藤、浅川、牧野
飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤

11月28日 土

14:00 市民活動
講座部会
15:30 センター

市民のいるま塾

飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤

12月1日 火

19:00 中央公民 調査研究部
館
会
21:00

2１年度事業

12月5日 土

14:00 市民活動
講座部会
15:30 センター

市民のいるま塾

12月8日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

12月12日 土

14:00 市民活動
講座部会
15:30 センター

11月5日 木

役員会

定例会

役員会

市民のいるま塾

部会報告他

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤

室山、斎藤、渡部、幸森下間、大野（事務局）牧野

2１年度事業

市民のいるま塾
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飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤
多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）斎藤

平成21年度市民の会会議・作業一覧
日

時

場

所

部 会

内

出席者

容

今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
藤、浅川、牧野
渡部、栗原、山増、関谷、（事務局）齊藤、浅川

12月15日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

12月21日 土

14:00 市民活動
情報部会
16:00 センター

12月22日 水

19:00 市民活動 フェスティバ 生涯学習フェスティバル実 今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
行委員会
センター
ル
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
21:00

定例会

2１年度事業

2１年度事業

藤、浅川、牧野

19:00 市民活動
12月27日 金
講座部会
21:00 センター

2１年度事業

室山、渡部、下間、大野、幸森、岡崎（事務局）牧野

1月11日 月

19:00 市民活動 調査研究部
会
21:00 センター

2１年度事業

1月12日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

役員会

2１年度事業

1月19日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

定例会

部会報告他

1月23日 土

15:00 市民活動
講座部会
16:30 センター

新春特別講演会

1月27日 水

10:00 二本木公
情報部会
民館
12:00

公民館職員との交流
会

1月28日 木

2月8日 火

7:30

新潟県長 調査研究部
岡市
会
19:30
19:30
21:00

市役所

飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木（事務局）齊藤

先進地視察研修

フェスティバ 生涯学習フェスティバ
ル
ル実行委員会役員会

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野
今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
藤、浅川、牧野
飯島 、奥田、加藤、栗原、下間 、多田、西澤、人見、
鈴木、竹野谷（事務局）神崎、斎藤、浅川、牧野
関谷、山増、室山、渡部

渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、奥田、飯島、
人見、西澤、岡野(亘）、下間、関谷、小暮、鈴木、仲
島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）神崎、浅川、
牧野
多田、山増（事務局）浅川、牧野

2月9日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

役員会

21年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野

2月16日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

定例会

21年度事業

斎藤、下間、多田、渡部、関谷、小暮、仲島、人見、
岡崎、山増、室山、幸森（事務局）浅川、牧野

3月9日 火

19:00 市民活動 調査研究部
会
21:00 センター

21年度事業

多田、斎藤、下間、人見、岡崎、関谷、鈴木、室山、
山増、（事務局）齊藤、浅川、牧野

3月16日 火

19:00 市民活動
21:00 センター

21年度事業

多田、関谷、下間、鈴木、人見、西澤、室山、栗原、
仲島、竹野谷、山増、岡野、岡崎、幸森、加藤（事務
局）浅川、牧野

21年度事業

今井、渡部、多田、斎藤、岡崎、大野、加藤、飯島、
人見、西澤、岡野、岡野、下間、関谷、小暮、栗原、
鈴木、仲島、室山、幸森、山増、竹野谷（事務局）齊
藤、浅川、牧野

役員会

19:00

市民活動
3月23日 火
21:00 センター

定例会

20

平成21年度市民の会会議・作業一覧
日

時

場

所

部 会

内

容

21

出席者

入間市生涯学習をすすめる市民の会委員
平成２２年３月３1 日現在
いいじま

まもる

飯島

守

おおの

きよ え

おかざき

さちこ

大野 清恵
岡崎 幸子
おかの

すずき

まさあき

せきや

あつこ

鈴木 政昭
関谷 敦子
た

だ

そとし

多田 外志

岡野こずえ

加藤 勝子

かとう

かつこ

おかの

わたる

なかじま

なおひろ

くりはら

まさあき

岡野

亘

仲島 直広

栗原 正明

人見 友章

ひとみ

ともあき

こうもり

幸森

康夫

やすお

むろやま

しげこ

こぐれ

きんさく

やまます

ともこ

さいとう

つぎお

わたなべ

なおや

しもつま

下間 則武

のりたけ

今井 誠喜

いまい

せいき

おくだ

まさと

にしざわ

たつお

小暮 欽作
斎藤 次雄

奥田 正人

室山 茂子
山増 智子
渡部 直也

西澤 達男

たけ の や ひさ え

竹野谷久江

問合せ先
〒 ３５８－８５１１
入間市豊岡１－１６－１
入間市教育委員会 生涯学習課 生涯学習文化財担当
入間市生涯学習をすすめる市民の会事務局
℡ ０４－２９６４－１１１１ 内線４１２３・４１２４

